
※取扱注意（事業所名五十音順、敬称略）

№ 事業所名 業種 自社紹介PR ホームページ 所属商工会議所・商工会名 県

1 藍樹工業 1-2ものづくり

工作機械カバー、タンク、フレーム等のSUS・鉄の溶接を行っています。一貫生産はできない現状ではありますが、表
面処理、焼けとり工程まで対応しています。
経験と溶接技術を生かしながら事業発展を目指しており、新たにお取引をして頂ける企業様を求めています。

高岡 富山

2 (株)藍匠 3卸売業

平成元年よりサルナシを栽培しています。現在25haに5000本のサルナシが植えてあります。今年度は1tの注文があり
ました。今後5t～10tほしいとの事
私の所には、もう土地が無く植えられません。苗木は約2万本保有しております。

http://www.sarunashi.com/ 十日町 新潟

3 (株)ITスクエア 6サービス業

当社は(株)新潟日報社、(株)新潟放送、(株)第四北越銀行、(株)BSNアイネットの共同出資により設立された情報セ
キュリティ、ITコンサルティング、市場調査、世論調査に関する専門会社です。
主に、企業・自治体に対して情報セキュリティの支援、監査、及びにIT導入支援Pマーク・ISMS取得支援を行っておりま
す。

https://www.itsquare.co.jp 新潟 新潟

4 (株)アクセル物流サービス
4小売業
7運輸業

24時間365日緊急対応
軽貨物運送事業をしております。
チャーター、定期便、運転代行、引越し、ハンドキャリーなどお客橡のご要望にお応えいたします。
また弊社では『蓮飯』を販売しております。
蓮飯は、もち米を蓮の葉で包んで蒸した飯あるいは蓮の若葉を蒸して細かく刻んで混ぜたご飯のことです。現在は上
越特産市場でのインターネット販売、弊社営業所と上越高田郵便局での有人販売をしております。

http://www.accel-net.jp/ 須坂 長野

5 （有）浅野屋 9その他（コンサルタント業）

電気料金の削減のご提案をさせて頂き、中越地区において50社以上の実績があります。新たにCO2フリーメニューも
安価でご提案可能となりました。また、初期費用不要、保守・メンテナンス無料、全額経費、「LEDレンタル」が1本100円
～
いずれも、お見積り無料です。お気軽にお問い合わせください。

長岡 新潟

6 Azu・Begin 8情報通信業

オウンドメディアで情報発信をされる際に、映像は最大の営業ツールとして現在必須になったので当社にてそのお手
伝いをさせて頂きたいと思っています。当社は映像を使い数多くの企業様にお役に立てる自信があり、昨年では新潟
県ものづくりメッセ参加企業様のPR動画制作もいたしました。割引き等ございますので、この機会に是非ご相談下さ
い。

http://azubegin.wixsite.com/azubegin-1 長岡 新潟

7 (株)アスタ 8情報通信業

「面倒をラクにする」をモットーに、面倒な仕事を簡単で心地よいものに変え、創造性と生産性を最大限に引き出すため
のサービスを提供します。WEBシステム開発、自社サービス開発・運営のほか、技術顧問サービスやITコンサルティン
グとして企業のIT化やシステム開発・導入支援を行っております。

https://astha.jp 長岡 新潟

8 (株)アテンド 9その他（インターネット関連）

皆さんが、何故当社を選ばれるのか？単なるWEB制作会社ではないからです。
HPを作ったけど全く効果が無い、更新が面倒で放置、高い金を払ったけど全く業者が顔も出さなくなった。そんな経験
ありませんか？
当社は、5ヵ年計画でお客様のHPを戦略的に構築、公開後が本番ですので定期訪問をしながらWEB戦略のアドバイス
と改善提案を行います。WEB集客方法も画期的で他社には出来ない技術力を保有しております。
更に、WEB制作以外にもPCのお困り毎（ネットやPCが重い等）、LAN構築などITの町医者としてご愛顧頂き、アナログ
コミュニケーションを大事に地元の企業店舗様を大事にしております。

https://www.attend.co.jp/ 長岡 新潟

9 （株）アド・クリーク 6サービス業

急速にオンライン化が進む昨今、販路をWEBに移行する企業様も増えてきています。株式会社アド・クリークは企業様
の売上アップに向けたご支援をさせていただきます。企業や商品の動画製作、ホームページ、SNS広告などに関する
こと全てお任せください！
企画・デザイン・撮影・ライティング・Web制作の専門スタッフが在籍し、ワンストップでご要望にお応えします。

https://adclique.com/ 上越 新潟

10 (株)アドテックエンジニアリング 1-2ものづくり
弊社は、プリント基板用露光装置、FA装置の設計・製造・販売を行っております。近年FA装置に力を入れており、各種
業界へ自動化のご提案から納入後のアフターサービスまで一貫したサポート体制を整えております。 https://www.adtec.com/ 長岡 新潟

11 有沢総業（株） 1-2ものづくり

FRP引抜成形品を製造しています。軽量、強度、腐食性、耐候性に優れたGFRP、CFRPを連続成形により安価に提供
します。
ここをFRPにしたらどうか、そんな着想がありましたら、是非当社にご相談下さい。強度は十分か、どのような形状が最
適か、コストの問題はどうか、などについて、専門の立場から提案させていただきます。

https://www.arisawa-sogyo.co.jp/ 上越 新潟

12 （一財）あんしん財団　新潟支局 9その他（保険業）
あんしん財団は、１９６４年の創立以来、半世紀以上にわたり中小企業の「経営」を守る、支えるを理念に、「ケガの補
償」「労働災害防止」「福利厚生」の３つサービスと社会貢献活動を通じて、中小企業をサポートしている一般財団法人
です。

http://www.anshin-zaidan.or.jp/ 長岡・柏崎 新潟

13 (有)安田屋 4小売業

平成の大合併で長岡市と飛び地合併した人口4500人位の小さなスーパーです。車で15分で大型スーパーが多くある
立地ですが、創業60年、地域密着で良い品を自信を持ってお客様に提供する！という社長の信念をスタッフ全員が
モットーに、手づくり総菜、手づくり梅干しやこんにゃくなどなど大型店とは違う店づくりをしています。

www.antaya.jp 川口町 新潟

14 (株)イーテック 9その他（IoTシステム開発）
バーコードリーダー、RFID技術を中心に、IoTシステムの開発を行っています。在席するエンジニアはIoTシステム、マイ
コンボードなどを10年以上行っている者もいて、開発力と提案力には自信があります。 https://www.e-tecinc.co.jp/ 上越 新潟
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15 イオンリテール(株)イオン長岡店 4小売業

イオンリテール(株)は、イオングループの総合スーパー事業として全国に約４００店舗を展開する企業でございます。
新潟県にも複数店舗「イオン」「イオンスタイル」を出店しております。
イオン長岡店はオープンから今年で３２年目を向かえ、より地元のお客さまに寄り添った暮らしのご提案が出来るよう
目指して参ります。

https://www.aeonretail.jp 長岡 新潟

16 （株）石高精工 1-2ものづくり

工作機械の部品加工から始まり自動車部品の重要保安部品の加工も手掛けてきました
現在は空圧、油圧等各種機器部品をメインに精密NC旋盤でφ10～φ50のバー材加工がメインですが切断材にてφ
100まで対応いたします
被削材はSUS304、303、316が多いですが鉄、アルミ、真鍮も難なく加工いたします
来春には新工場にて稼働の予定であるため新規顧客を探しております

http://www.isitaka.jp 長岡 新潟

17 イシンホーム長岡店 （有）村松田中製材所 2建設業

全国グループのイシンホーム住宅研究所（FC）に加盟し、長岡店として建築工事（新築・リフォーム）の請負を行ってお
ります。
イシンホームでは、他社でオプション扱いとされるような仕様をすべて標準化し、同一料金では入手出来ないハイグ
レードを標準仕様にしています。太陽光発電＋蓄電池付き住宅。耐震性はもちろんのこと、減震装置も付いてる耐震
×減震のW構造、花粉症やアレルギー体質の方に喜ばれてる換気システム、共働き世代に忙しい家事を軽減させる
設備搭載など、すべて言い切れない程の標準仕様となっております。

http://tanakaseizai.co.jp 長岡 新潟

18 (株)イチカラ畑 9その他（農業）

有機栽培のそば生産（有機JAS認証取）
在来種使用
業務用(生そば、冷凍）有り
その他小売(乾麺、そば茶当)

https://ichikarabatake.com/ 小千谷 新潟

19 ウエカツ工業(株) 1-2ものづくり

高品質の加工を短納期、低価格で提供いたします。
材料手配・加工・組立までを一貫して行っています。
鉄、非鉄の他、積層板やセラミックなど各種多様な素材の加工も行っております。
また、水冷式ヒートシンクの製造を行っており、半田・カシメ・耐熱セメント等ご希望に沿った製作が可能です。各種単
品から量産品まで幅広い対応でお客様のご要求にお応え致します。

http://www.uekatsu.co.jp 上越 新潟

20 ウエタックス(株) 1-2ものづくり

水中音響機器をメインとする弊社の商品は、水中スピーカー・水中マイク・水中通装置・防水マイク・救助用機材・イヤ
ホンがあります。特に水中スピーカーは日本シェアNo.1の企業であり、アーティスティックスイミングや水中警備・養殖
など、様々な分野に利用されています。メーカー業務の他に、受託生産サービスも行っています。新たな外注先の開
拓と、取引先の獲得を希望しています。

https://www.uetax.co.jp 上越 新潟

21 宇都宮螺子（株） 1-2ものづくり

自社工場所有(HD～二次加工まで：熱処理～鍍金も対応可能)
自社工場では特注ねじ～車載向けリレーコア製造(T:H:Nなど多くの車載メーカーでの実績あり)
一般的なねじ・ボルト類取り扱いあり外注ではあるが切削加工品～板金類～金型でのダイキャスト～順送部品も対応
可能です。
小LOT～短納期も対応できます！

https://www.urk.co.jp/ 福島 福島

22 (株)エーシーエ設計　上越支社 9その他（建築設計）

長野市に本社を置き、建築の設計監理を行う㈱エーシーエ設計は、上越支社をはじめ東京・松本に支社を置き、ホー
チミン市・ヤンゴンにも海外事業所を展開しております。実績としては、病院やクリニック・学校・福祉施設から市街地再
開発や工場・事務所まで幅広く手掛けており、グループ会社として設備設計や建築に係る調査事務所なども有し、地
域に根ざした事業展開を進めております。

https://www.aca-sekkei.co.jp/ 上越 新潟

23 (株)エーダブリュ・ジャパン 1-2ものづくり

当社は、LED照明、装飾用LEDライト、LEDランプ等LEDを使用した器具及びLED用電源等の企画・開発より行っていま
す。お客様のニーズに合わせた製品を、企画・設計からトータルサポート致します。
各種プリント碁板の設計・実装や製品組立等のOEM生産も得意としており、高品質なものづくりとスピーディーな対応
で、お客様より高い信頼をいただいております。

http://www.aw-japan.com 新津 新潟

24 越後札紙(株) 1-2ものづくり

当社には、長年培われたシ―ル、ラべルの印刷技術、抜き加工の技術があります。そして、どんな材料、いかなる加工
が、どんな印刷に向き、加工に向くか、判断する技術を、提案力を持っています。
また、クリ―ンル―ム内で使用される「クリ―ンル―ムラベル」を独自のクリ―ン化技術により半導体・HD業界で多く利
用されているラべルを製造しており、更に、医薬品に利用するラべルの販路拡大も目指しております。 
  

https://fudagami.co.jp/ 小千谷 新潟

25 (株)越後みそ西 1-1食品

「郷土のたからを未来に伝える会社である」を理念とし、190年続く伝統を受け継ぎこだわりの味噌作りをしております。
新潟県産こしひかりと新潟県産大豆を使用し、長年に渡り使い込んだ杉の大木桶で仕込んだ味噌は芳醇な香りと大
豆の旨味を感じて頂けると思います。木桶仕込みの生味噌を漬け床にして作る古漬けタイプのみそ漬は、ご高齢の方
には懐かしく、若い方には初めての味わいを愉しんでいただける商品です。伝統の製法と熟練の技から生まれる味
噌、みそ漬、糀商品を多くの方に味わって頂きたいと考えております。

http://www.misonishi.jp 柏崎 新潟

26 エヌ・エス・エス(株) 1-2ものづくり

金属工作機械及び産業機械の精密度の高い部品、スピンドルユニツト、各種ゲージなどの設計から機械加工、組立
迄を得意としています。
1本でも製作可能となりますので、お困りの際は御相談下さい。
高精度丸物部品を得意とします。

www.e-nss.com 小千谷 新潟

27 (株)エヌ・テー・シー 8情報通信業

弊社は設立以来、基幹業務パッケージの開発・導入を行い、ITによるお客様の課題解決をご支援して参りました。弊
社業務パッケージ「SystemBox会計」「SystemBoxワークフロー」を中心にペーパーレスやテレワークにも対応する業務
改革のお手伝いをさせて頂きたいと思います。

https://www.kk-ntc.co.jp 長岡 新潟
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28 エヌガイア(株) 6サービス業

代表は、シンガポール/カナダ/香港/中国と25年を超える海外経験を持つ海外ビジネスのプロです。みなさんの海外ビ
ジネスへ大きくナビゲートします。

1.電子メイルにヘルプや海外ビジネス悩み事相談
2.ビジネスフィージブルスタディー/ビジネスモデルアドバイス
3.商談同行サービス
4.計画実行段階における現地サポート支援
5.海外展開に必要な従業員・スタッフの意識改革の支援
6.海外の学生さん達のインバウンド研修パッケージ
7.シニア向けの英語教室
8.その他、海外ビジネス展開支援に関すること諸々　

また、代表は中国山東省設備管理協会の顧問をやっております。
リモートでお客さんの中国でのビジネスパートナーをご紹介出来ます。　

http://www.n-gaea.jp 長岡 新潟

29 エヌサービス（株）森永越後ミルクセンター 4小売業

主に森永乳業製品を中心に宅配販売・卸業を営んでおり、今話題のラクトフェリン・ビフィズス菌など配合した乳製品を
はじめ、健康維持・免疫力向上などに役立つ商品を販売しております。
特に保存料不使用で長期保存（６．４カ月）可能な森永無菌充填豆腐は常温での保存が認められ、食材としての普段
使いはもちろん、ギフト・景品・ノベルティー様々な用逸でご活用いただけます。
今後、常温保存・長期保存が可能になった豆腐は必ず注目される製品でございます。ぜひ弊社商品を有効にご活用
願いたいと思います。

http://echigo-milk.jp/ 長岡 新潟

30 (株)NDC 1-2ものづくり

当社は小物ダイカスト部品製造業。年間数百個程度の極少ロットから月産数百万個の大ロットまで、ご要望に応じて
組立サブアッシーまで幅広く対応致します。自社にて金型設計から製作まで行いますので、安心した部品作りと安定し
た供給をご提供。大ロットに至っては自社製の自動検査機等でコストにも貢献可。海外からの生産シフトや金型の移
管、また、リスクマネジメント、セカンドベンダーとしてお考えでもお気軽にご相談下さい。

http://www.ndcnew.co.jp/ 長岡・小国町 新潟

31 (株)Ｆ・Ｓ・エンジニアリング 1-2ものづくり

弊社は新潟県長岡市にて、プラスチック切削加工とアルムフレームの組立・設計を主な事業とし、金属加工、ゴム加
工、セラミック加工などご注文もお受けしております。
今回のビジネスマッチングでは、プラスチック加工、金属加工、ゴム加工、セラミック加工を必要とする企業様、または
プラスチック加工、金属加工、ゴム加工、セラミック加工を得意とする企業様を希望いたします。

http://www.fsec-nagaoka.jp/ 長岡 新潟

32 M_O Materials 1-2ものづくり

長岡の施工会社でも数件しか技術を取得していない「モールテックス」という、コンクリートの5倍の耐久性を持った素材
と、建築古材を使って新しい家具の製作をはじめます。モールテックスは水に強くカラーバリエーションも豊富なので建
築塗装にも適しているため近隣の木工所・左官業の企業と協力し地元企業の活性化にもなれば、と考えております。

長岡 新潟

33 (有)エンドースクリーン 1-2ものづくり

プラスチック類・布・金属・木等ほとんどの材質に印刷・加工をしています。また立体物への印刷や点字・蓄光・示温・ス
クラッチ等機能性のあるインキも使用しています。最近では抗ウイルス塗料を印刷し、抗ウイルスシートを作りました。
既存の製品にこだわらず、常に時代・ニーズに合わせた物づくりをしていきたいと考えています。

http://endoscreen.webcrow.jp/ 福島 福島

34 （有）大塚木型製作所 1-2ものづくり

弊社は鋳造業界を主とした木型の製作を行なっています。主要素材は発砲スチロールで他に木やケミカルウッドも使
用します。特徴として、全案件の３Ｄモデルの作成と機械により切削で造形します。最近多いものが大型の発砲スチ
ロール型で、プレス金型・工作機械・産業機械向けの型や美術用・装飾用の原型と多岐にわたって製品提供を行なっ
ております。鋳物化しての製品提供も可能です。上記でお困り事がありましたらご相談ください。

http://www.ohtuka.co.jp/ 長岡 新潟

35 (株)オートプロ 4小売業
今回は新商品「スーパーホロ・ジョブ」を展示します。この新型ホロは主に仕事で使用するをメインに開発してホロで
す。是非ご覧ください！ www.autopro.work 上越 新潟

36 (株)オーヒラ 1-2ものづくり

ものづくり50年の精密金属加工企業
1.　医療機器のOEM,ODM、受託製造対応 
光学機器に特化した物づくりが得意
2.　材料調達から、金属・樹脂加工、表面処理(塗装)、組立まで一貫しての製造対応
　顧客要求に基づいた開発・製造対応（顧客図面（CADなど）から製品化まで）
3. 国際品質保証準拠、医療機器製造販売許認可取得（日本、北米、欧州）
開発・製造パートナーとより良いモノづくりを目指すオーヒラ！

https://ohira.co.jp 六日町 新潟

37 (株)オオミヤ 4小売業

創業1946年長岡市のスポーツ用品店。店舗での販売以外に営業での販売、NET販売の小売りと卸販売。
各種学校、公官庁、団体、個人への提案と納品。建設業許可を取得し体育施設の工事、改修事業も。
スポーツ大会やイベントの企画、開催。オリジナル商品の開発、製作を開始。マスクをメインに拡販中。
長岡市のタニタカフェの健康事業と連携し、市民の健康増進、企業・団体への健康経営の提案をしています。

http://www.ohmiya-sports.com 長岡 新潟

38 小片鉄工(株) 1-2ものづくり

当社は産業用ボイラー及びバーナーの製造・販売・設置工事・アフターメンテナンスを行っており、熱エネルギーの総
合メーカーです。
製品の燃料タイプも油焚き・ガス焚き・廃油焚き、そして木質バイオマス焚きで蒸気・温水を発生させる製品を取り扱っ
ております。

www.ogata-iw.jp 小千谷 新潟

http://www.n-gaea.jp/
http://echigo-milk.jp/
http://www.ndcnew.co.jp/
http://www.fsec-nagaoka.jp/
http://endoscreen.webcrow.jp/
http://www.ohtuka.co.jp/
http://www.autopro.work/
https://ohira.co.jp/
http://www.ohmiya-sports.com/
http://www.ogata-iw.jp/


39 (株)おらしょの野菜 3卸売業

少量ですが自社生産しながら魚沼エリアを中心に県内農家様と提携し、県内3割、関東・関西へ7割卸しております（直
接飲食店、卸し業様へ）。
オリジナルの加工品もあり、常に新商品開発を考えております。
こだわりの食材をご検討ください。宜しくお願い致します。

http://www.orasho.com/ 大和 新潟

40 恩田酒造(株) 1-1食品
創業明治8年（1875年）越後長岡の造り酒屋として「舞鶴鼓」を醸しています。
原料米の生産から清酒の製造までを社員一同で行い、米の旨みを生かした造りを目指しています。 http://www.maitsuru.com 長岡 新潟

41 (株)片貝製作所 1-2ものづくり

弊社は鋳造部品製造メーカーです。生型自動造型プロセス、フラン自硬性手込めプロセスにより、数１００ｇの小物から
５００㎏程度の中大物まで小ロット、大ロットの多種多様なニーズにお応えいたします。品質保証体制も確立しており、
自動車部品から一般産業機械部品まで幅広いお客様との取引がございます。製品の短期立ち上げに貢献し、安定し
た品質の製品を的確な納期でお届けいたします。社員一人一人の責任感と真心で対応させて頂きます。

https://k-hp.katakai-mfg.co.jp 小千谷 新潟

42 (有)金子屋商事 5飲食業

長岡市内で3店舗の飲食店と食品工場で中華麺と冷凍生餃子を製造している会社です。長岡の新名物として一口目
で肉汁があふれ、二口目で幸せが広がる餃子を製造しております。弊社の餃子は大きく、味も大変好評です。餃子の
餡はできる限り長岡産のキャベツや白菜を使用し、豚肉は新潟県産を使用しております。現在、スーパー様4社と、飲
食店様3社に餃子をおろしています。

http://kanekoya.jp/ 長岡 新潟

43 (株)KAMIOL 3卸売業

当社は、紙の専門商社として長年県内を中心とした取引をさせて頂いておりますが、近年の急速な多様化、グローバ
ル化に対応すべく、東南アジアに関連会社を持つなどしてきました。コロナ禍で日本の製品を海外にアピールすること
が難しくなったことから、日本の良い商品を海外にアピールする為、オンラインエキスポに参加します。そこで協業でき
る仕入先（メーカー）の開拓ができればと思っています。

http://kamiol.co.jp/kamiol/ 長岡 新潟

44 （株）キャストアンドー 1-2ものづくり

大正3年創業以来100年に渡り、工作機械、産業機械を中心とした鋳物を製作しております。また機械加工工場を併設
し、鋳造から加工までの一貫生産も可能です。
多品種少量生産方式を採用し、単重は30kg～5tまでの対応が出来ます。
製品は工作機械鋳物等の肉厚物、ポンプケーシング等耐圧物まで多岐に渡り、多種多様な形状、用途の鋳物に対応
可能です。1個からでも対応致しますので加工治具等もお請け致します。

http://www.cast-andoh.jp/ 長岡 新潟

45 共栄電工(株) 1-2ものづくり

従来からある研磨方法の電解研磨・化学研磨等では『困難だ、不可能だ』とあきらめられていた形状、材質の鏡面研
磨に果敢に挑戦し続け開発した、オリジナル研磨工法です。複雑形状や微細加工部品に対しナノレベルまで研磨を行
います。半導体製造装置、医療・分析装置、宇宙関連、原子力関連、医薬・食品関連などに組込まれる精密部品に採
用されております。OA関連機器組立、検査、FA（自動化）による部品製造も請負致します。

http://www.kyoei-dk.co.jp/ 上越 新潟

46 (株)協立エンジニアリング柏崎支店 2建設業

私たちは50年の実績をベースに制御する技術である計装業務を得意としてます。その専門力を用いて、主にプラント・
社会インフラ設備にて日々業務にあたっています。
昨年より県外での業務が増加傾向にあります。
新しい発想で新しい分野に挑戦し、業務拡大を進めています。
共に成長し合える会社様との出会いを希望します

www.kyoritu-eng.co.jp 柏崎 新潟

47 近代事務機(株) 4小売業

パソコン、プリンターの販売・保守、オフィスネットワークの事ならお任せください。
当社はIT導入支援事業者の認定を受けており、テレワーク導入など、DXを通じてオフィスを元気に致します。コロナ対
策、サーモカメラ、セキュリティ、ビジネスホン、ホームページ、家具、消耗品等、コスト削減、業務改善に貢献します。
キヤノンと富士フイルムBIの特約店として、技術を磨いたエンジニアがサポートを致します。お気軽にご相談下さい。

https://www.kindai-j.co.jp 長岡 新潟

48 （株）クーネルワーク 6サービス業

産直サイト「新潟直送計画」（新潟県内の事業様限定）
産直サイト「山形直送計画」（山形県内の企業様限定）
セレクトショップ「KITAMAE」（新潟、山形、富山、石川、秋田など）
「地域の誇りをおすそわけ」をテーマに、産直サイト直送計画を通じて、「ふるさと」と「ひと」を結び、コミュニケーションを
デザインしています。

https://chokuso-keikaku.jp/ 新潟 新潟

49 (株)クリケット 3卸売業
食品（ドライ・冷凍）・菓子（ドライ・冷凍）・飲料　等の商品企画及び販売
家庭用品・台所消耗品・調理器具等の商品企画及び販売 東京 東京

50 （株）クリタミートパーベイヤーズ 3卸売業

にいがた地鶏、佐渡産黒豚、にいがた和牛の取り扱いがあります。これらの肉をいかした加工品の製造も行っていま
す。
その他　様々な食材を使った加工品も受けＰＢ商品の製造も可能です。
全て手造りですので少ロットで対応でき味の微調整も可能です。
食品でお困り事がありましたら　お声かけて下さい。

http://kurita-mp.co.jp/ 長岡 新潟

http://www.orasho.com/
http://www.maitsuru.com/
https://k-hp.katakai-mfg.co.jp/
http://kanekoya.jp/
http://kamiol.co.jp/kamiol/
http://www.cast-andoh.jp/
http://www.kyoei-dk.co.jp/
http://www.kyoritu-eng.co.jp/
https://www.kindai-j.co.jp/
https://chokuso-keikaku.jp/
http://kurita-mp.co.jp/


51 (株)ぐるなび 4小売業

◇ビジネス展開について：日本の食文化を守り育てたいという創業者の思い、また、食に繊細なこだわりを持つ国民性
を生かし、日本ならではのオリジナリティあふれるビジネスを展開するため、「非日常の日本の食」をバイヤーが目利き
を介し品揃えを行い、流通させようとするビジネスです。 
◇ターゲット：食感度の高いユーザーへ発信してゆきます。 
 
◇サービス展開
【商品調達】
既知の逸品からまだ見ぬ逸品まで専属バイヤーが調達します。
・ 小売：ぐるなび「食伯楽」での商品販売
・ 卸売：食伯樂のフィルターを通した商品の卸（国内外）及びお取引先様のバイヤーに代わりに
　　　　商品調達、記事、画像をパッケージで納品する「バイヤー代行」を行います。
＜お取引き形態＞
販売する商品先によって異なってきますので、ご参考にしてくださいませ。
・自社Webサイト販売ですと、産直スタイルとなります。
（自社Webサイト掲載の場合は御社からお客様への送料は弊社負担で対応します）　

https://gurusuguri.com/shop/shokuhakuraku/ 東京 東京

52 グローカルマーケティング(株) 6サービス業

全国の中小企業を対象に、マーケティングを通じた売上アップを支援する会社です。
コロナ禍での展示会・イベント中止に伴い、新規の販路開拓が難しい今、非対面・オンラインで売上を伸ばすことが求
められています。
当社では既存顧客からのリピート促進・過去接点先の見込み客育成に効果的な、顧客管理・WEBマーケティング・メル
マガ配信・分析など、中小企業がすぐに取り組める費用対効果の高いツールを活用してご支援しています。

https://glocal-marketing.jp/ 長岡 新潟

53 くろべの太陽(株) 3卸売業

高級料理店の味、くろべの太陽家族の卸小売販売店様とのマッチングをしたいです。コロナ禍の中で、高級料理店の
味の食材を提供、レトルトで提供します。
大手百貨店もエントリー、商談中です。
　当社の概要：健康促進事業（衛生介護用品）、
３Dプリンター及び３Dモデル事業、食品事業（冷凍食品）を実施しております。　
その他、農産物直売、リサイクルショップの運営を手掛けています。
ぜひここ黒部の町へ寄ってか～れ！

https://www.kurobenotaiyo.co.jp/ 黒部 富山

54 (株)ケネックス 1-2ものづくり

①業務用製品の少量多品種生産
様々業種に使用されている製品の生産対応しているセットメーカー。
②協力会社ネットワーク
加工会社や部品商社など調達ネットワークで幅広い調達に対応。
③自社製品
自社製品として温浴循環器を全国に販売しています。
④組み立て等製品の新親客先を開拓したい。
自社製品の販売メンテナンス業者を開拓したい。

http://www.knx.co.jp 柏崎 新潟

55 小池ろうそく店 1-3その他

創業明治26年の手描き花ろうそくの老舗。絵ろうそくの専門店です。雪国の冬の長い間、仏花のない時期に花の代わ
りとして考案された花ろうそく　火を灯し消えゆく花の姿は仏に届く、そんな言い伝えが残ります。全国でも手描き「花ろ
うそく」は生産量も少なく、この独自の文化を生んだ　越後の風土に密着した新潟独自の文化を現代に伝えます。手ご
ろなプリント柄からサイズも豊富に、多種多様の「花ろうそく」を取りそろえています。

https://www.hanarousoku.jp 亀田 新潟

56 口福の店 魚住かまぼこ店 1-1食品

「完全石臼練り」を守り続けて製造している、手作りかまぼこ。「完全石臼練り」の特徴は、時間をかけて、丁寧に練り上
げること。余分な摩擦熱を生まず、「理想的な練り上げ」になります。多くの工場が、大量・自動生産可能なカッターを導
入する中で、弊社は、ただひたすら「うまさ」と「品質」を追い求め続けています。OEM・PBのご相談も承ります。

https://www.uozumi-kamaboko.com 上越 新潟

57 (株)小西鍍金 1-2ものづくり

JIS規格で「硬質」と規定される「HV800」をはるかに凌ぐ「HV1200」の超硬度工業クロムめっきの実用化に成功。熱処
理せず、めっきだけで硬度を上げられる技術を開発しました。また、国内でも数社しか加工をしていない、低温黒色ク
ロム処理（VBC処理）も行っています。

www.konishi-mekki.jp 長岡 新潟

58 (株)小林 1-2ものづくり
当社は、鋳物・熱処理・ショット加工・仕上・塗装・発送と社内設備を完備し独自で開発したIoTシステムなどでITを取り
入れ生産ラインから材質管理までしっかりと管理をしているので、どんな材質のものもスピーディーに納入できます。 https://www.koba-gou.co.jp/ 長岡 新潟

59 (株)小林工具製作所 1-2ものづくり

工具・自動車・建設機械・農業機械等の高強度と信頼性を求められる重要保安部品の熱間鍛造加工を得意としており
ます。約58年に渡る経験で培った精密熱間鍛造技術、特殊熱処理技術、及び加工技術を駆使し、専門分野において
差別化の図れる製品開発に自信があります。材料調達から加工、熱処理、表面処理まで協力体制が充実しており、自
社測定器で測定してから納品いたします。迅速に御見積いたしますので御気軽に御相談ください。

http://www.kobayashi-tools.com/ 三条 新潟

60 （一社）米百俵之学 6サービス業

生活習慣の改善指導のための「健康講座」、「食育講座」開催
環境科学としての「風水」
　・陽宅風水鑑定：実利を目的とした事業所・店舗・家屋の風水設計及び鑑定
　・陰宅風水鑑定：子孫繁栄のためのお墓設計・納骨指導
人事カウンセリング
　・インド占星術を用いた才能判断

http://komehyappyo.com 長岡 新潟

61 コンタワークス(株)
4小売業
6サービス業

温暖化による職場環境の変化や業態の転換により素材や生地の見直しが求められています。ヒアリングの上、安全
性・デザインを含めてご提案致します。 http://www.kontaworks.co.jp 柏崎 新潟
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62 コンチネンタル(株) 1-2ものづくり

SS材・SUS材を使用し外装カバー、タンク、ホッパー、プラント関連等多品種少量生産に注力し機械板金加工を行って
おります。
製品1点1点をバーコード管理しており、進捗状況を一目で確認出来ます。
自社トラックが3台県外への配送を行っておりますので輸送コストでもご協力します。

https://www.continental-ltd.com/ 富山市北 富山

63 (株)サイカワ 1-2ものづくり
主力製品は、伸線機（金属線を細くする機械）と呼ばれる装置で、フレームやベース等の製缶品、カバー等の板金を製
作して頂ける業者様を探しています。特長としては、大量ロッドでの製作は少なく一品一様が多くなります。 http://www.saikawa.co.jp 柏崎 新潟

64 (株)酒井鉄工所 1-2ものづくり

NC旋盤加工、マシニングセンター加工等、金属部品の機械加工を専門にしています。
・少し大きいサイズのワークにも対応可能です。（五面加工機ベッドサイズ2000mm×3000mm、NCターニング最大加工
径φ2300mm）
・数十個から数百個程度の生産ロットのリピート品が得意です。

www.sakaitec.co.jp 柏崎 新潟

65 佐川急便(株)長岡営業所 7運輸業

今後さらに高度化・多様化するお客さまのニーズに対して最適なソリューションを提供し、運輸・物流企業の社会的責
任として、安全を第一に考えるとともに、環境保全や社会貢献活勘にカを入れ、すべてのステークホルダーから選ばれ
る企業を目指してまいります。

https://www.sagawa-exp.co.jp/ 長岡 新潟

66 (株)佐藤板金 1-2ものづくり

1963年の創業より、お客様とのお約束を守り、お取引先との信頼関係を大切に、社業に励んで参りました。現在は工
作機械の大型安全カバーを主体とし、それに付随する板金部品、機械加工部品を製作しております。試作、治具等含
め、単品～中量品を得意とし、お客様のご希望に沿ったきめ細かな対応が可能です。お手伝い出来ることがございま
したら、ぜひ長いお付き合いをさせて頂きたいと思っております。

長岡 新潟

67 三喜商事（株） 1-3その他

①段ボールケースの提供。
②紙製陳列台、紙製POP製品などの企画提案。
③発送輸送に関わる資材のご案内
④販促品としての視点に立ったパッケージデザインの提案。
⑤アッセンブリから全国発送までの業務管理

http://www.sanki-syoji.com/ 長岡 新潟

68 三協立山（株）三協マテリアル社 1-2ものづくり

三協マテリアルはアルミニウム・マグネシウム素材をお客様の製品としてカタチにするメーカーです。国内トップクラス
の大型押出機や各種精密加工機を保有し、合金開発、製品設計、押出（成形シミュレーション）、加工組立、試験測
定、物流までの一貫体制により、大量生産かつ多様化するお客様のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズし、最適な
ものづくり・デリバリーを含めたトータル対応を提供しています。
軽量化が求められている輸送や、産業機械、電気機器、建材など幅広い分野で実績を重ねています。

http://material.st-grp.co.jp/ 高岡 富山

69 (株)サンユー印刷 3卸売業

エアー緩衝材機械：空気の緩衝材製造機、条件次第で機械は無償レンタル可能。
パレット：リサイクル品など取り扱いしており価格にメリット有。
輸出入に関する梱包資材：海を越える際の温度変化に耐えられる資材の御提案。
その他梱包資材全般ご提案いたします。

https://www.sunyou-pmp.co.jp/ 三条 新潟

70 (株)三和製玉 1-1食品

1.HACCP対応型の工場で生産する、玉子焼き・オムレツなどの卵加工品
2.sanwa presents 「田舎の匠味」のセレクト商品の紹介　
1.については、産業給食・給食用、または量販様デリカ用などをメインにご案内。また、弊社の自慢はその商品開発
力・技術力だと自負しております。玉子加工品でご要望があれば、貴社OEMにチャレンジさせてください。必ずニーズ
にお応えしてみます。
2.については、2019年より信州を中心に地方に埋もれている逸品・絶品をご紹介しております。全くスーパー様なれし
ていないメーカー商品ばかりです。リードダイムも7日間・宅配便での納品・大量にお届けできないと現代に適合しない
商品ばかりです。ただ、確実にお客様に見ていただける「見せ場」を提供できる商品を揃えました。

https://www.sanwaseigyoku.co.jp/ 富山 富山

71 CS（同） 8情報通信業

まんがを使ったちらし、パンフレットをはじめ、キャラクターをつかったプロモーション動画などの企画・制作を行います。
これまでとは少しやり方を変えた広報に挑戦したい！まんがを使ってこれまでのわかりにくかったフライヤーやパンフ
レットをわかりやすくリニューアルしたい！といった要望にお応えします。
その他にもブランディングデザインや印刷物の制作、ウェブサイト制作、SNS広報の支援なども承っております。

https://csllc.co.jp 長岡 新潟

72 (株)ＧＦＴ 1-2ものづくり

弊社は長岡市北陽に主工場を構えております。各メーカー様のご要望により、材料調達～組立・調整・I/Oチェックまで
一貫してお任せいただける体制で受けさせていただいております。経験豊富で高機能・高品質のモノ作りに対応可能
な組立工も多数在籍しています。
30ｍ×４０ｍの組立スペースに10ｔ天井クレーン1基の他4基の天井クレーンを装備し、多様な装置組立に適した環境を
整えております。

http://www.gft-net.co.jp 長岡 新潟

73 （株）ジェー・シー・エス　コンピュータ・サービス 1-2ものづくり

弊社は上越地域でシステム開発をおこなっている会社で、今年で４８年を迎えることができました。
お客様の業種、業務に合わせたオリジナルシステムの開発やパッケージを活用したシステムの構築を行っており、さら
に自社製の販売管理パッケージを基にお客様の業務に合わせたセミオーダー型システムの構築も行っております。
最近では製造業様とのお取引が多く、特に生産管理システムや生産スケジューラの導入実績では県内でも指折りの
会社と自負しております。経費の削減や業務の効率化を検討されている企業様におかれましてはぜひお声がけいた
だければ全力でバックアップさせていただきます。

www.jcscs.co.jp 上越 新潟

74 ＪＣＣソフト(株) 8情報通信業

創業44年のIT企業で多岐業務にわたる多数システムを開発。主に建設系・生産管理・物流系のシステムが得意です。
今回、提案するサービスは、建設業向けクラウドサービス：全国で200社以上の導入実績。工事実績、建物情報、技術
者情報等を統合的に管理しDXを実現します。
ECサイト・ECモール：低価格で自社ECサイト・ECモールの開設が可能。運用、操作方法は無料でサポートします。

https://jccinc.co.jp/ 上越 新潟

https://www.continental-ltd.com/
http://www.saikawa.co.jp/
http://www.sakaitec.co.jp/
https://www.sagawa-exp.co.jp/
http://www.sanki-syoji.com/
http://material.st-grp.co.jp/
https://www.sunyou-pmp.co.jp/
https://www.sanwaseigyoku.co.jp/
https://csllc.co.jp/
http://www.gft-net.co.jp/
http://www.jcscs.co.jp/
https://jccinc.co.jp/


75 (株)システムスクエア 1-1食品

当社はX線異物検査機・金属検出機を開発・設計～製造販売している会社です。日本をはじめ、世界各国で高い安全
性が求められており、食品、医療用品、生活に関わる様々な分野で異物検査機は利用されております。
＜生活の安全、安心＞を支える異物検査機メーカーとして開発、設計～製作・販売・アフターサービスまで一貫した体
制で独自技術を搭載した検査機でグローバルに展開中です。

http://www.system-square.co.jp 長岡 新潟

76 篠田商店
5飲食
9その他（宿泊・観光）

新潟県長岡市山古志地域の闘牛と錦鯉の伝統文化の観光宿泊、観光案内をやっております。錦鯉の原産地、闘牛の
開催地である山古志はすばらしい景観の地域で十分に楽しんで頂けると思います。 http://nishikigoitougyu.com 長岡 新潟

77 （株）シマキュウ 3卸売業

創業昭和11年で主に地元の鉄工・鋳物業様に、高圧ガス・溶接材料・機械工具・鋳鋼材料を販売しています。
また地元医療機関向けに、医療用具などの販売も行っています。現在北関東地域にも販路を広げるよう努めておりま
す。　

http://www.shimakyu.com 長岡 新潟

78 縄文ギャラリー「JOMON」 1-3その他

新潟県より出土する火焔土器を初め縄文遺跡文化は全国でも指折り、その中でも縄文火焔街道といい信濃川を中心
に遺跡が数多くある。2019年2月6日より新潟市にて縄文ギャラリー「JOMON」がOPEN。等身大の火焔土器・土偶のレ
プリカ専門店として、またミニチュアどき・土偶などオリジナルで製作。縄文土器・土偶の専門店として博物館・資料館
への商品を供給している。縄文商品にはリアルレプリカとして製造工程にこだわりを持った品質があり全国の縄文ファ
ンから縄文専門店として高い支持を受けている。

https://www.hanarousoku.jp/category/21/ 亀田 新潟

79 新事業企画 9その他（企画及び営業代理店）

１．新規事業提案及び経営・業務改善提案
２．営業代理店、営業代行業務　
（１）新潟県内の事業者様の商品・サービス等を県内外市場へ　
（２）県内外事業者様の商品・サービス等を県内市場へ　

長岡 新潟

80 （株）シンドー 1-2ものづくり

ステン材料販売から製品加工まで一貫生産を得意としています。また、あらゆる業界に弊社の自社商品の展開もおこ
なっていす。
その他、電気関連の組立て、ＡＳＳＹ（盤関係）も手掛け始めます。
それとデザインから設計も対応いたします。地域の利点を生かし、すべての二ーズにお答えして行きます。お客様に
（心豊か）をお届けいたします。

https://shindo1947.com/ 燕 新潟

81 鈴木化学工業（株） 1-2ものづくり

ポリエチレン、ポリプロピレンの原料から、ビニール袋を自社で一環生産しております。
特注品に特化しており、ロット、納期に柔軟に対応可能です。
また、原料から製造しているメリットを生かし、環境対応製品も現在生産可能です。

三条 新潟

82 (有)鈴木建設 2建設業

ストーブ用燃料ペレットの仕入先を開拓したい。
南魚沼を中心に新築戸建住宅やリフォーム業を営んでいる。また付随してペレットのストーブの施工販売とそのペレッ
トの販売も行っている。

六日町 新潟

83 (株)鈴木研磨 1-2ものづくり

当社は精密機械部品のメーカーです。主に自動車部品をメインに製作されるお客様からの依頼が多いです。金属から
樹脂まで、お客様から頂いた図面を基に全加工、一部加工を問わず社内保有設備や協力会社にて製作いたします。
小ロット多品種の治工具・ゲージ等の製作を短納期にて対応しております。納期、品質はもちろんの事、コスト面も重
視し、国外協力会社での加工にも力を入れております。

http://www.suzukikenma.com/ 西尾 愛知

84 (株)鈴民精密工業所 1-2ものづくり

鍛造・機械加工・熱処理・研削・組立・検査の工程を自社で一貫生産することができます。刃物製造約５０年の経験を
活かし、各種業界向けの産業用刃物を生産しております。
また、JUKI㈱のグループ会社であり、国内他グループ各社と連携し、受託製造・開発も承ります。FC/FCD鋳造、ロスト
ワックス、MIMなど素材の製造、医療機器を含むメカトロニクス製品の設計・開発・製造など、幅広い分野に対応可能で
す。　
　

http://www.suzutami.com/　 長岡 新潟

85 (株)スタックス 1-2ものづくり
デザイン性の高い筐体を試作から量産まで制作可能にし、お客様の困りごとを打開出来る様、提案を出しながら制作
しております。
製品には人工衛星の部品や医療機器など精度を必要とする製品も加工しております。

https://stax-tqs.co.jp 十日町 新潟

86 (株)関鉄工所 1-2ものづくり

当社は金属部品主に丸物の切削・研削加工を行っています。
ＮＣ旋盤、立型・横型マシニングセンタ、複合加工機、円筒研削盤などの加工機械を保有しています。材料径φ２００、
全長５００㎜以下の金属、ＳＵＳ、一部難削材を、試作から量産品まで対応可能です。
材料調達から仕上、熱処理まで、自社で一貫して請け負います。
また生産管理システムを導入しており、安定した納期管理・工程管理を実施しております。

https://www.facebook.com/sekitetu 小千谷 新潟

87 (株)セリオテック 1-2ものづくり

当社はNC複合自動旋盤でφ25mm以下サイズの大量産加工を得意とする会社です。保有設備はシチズン製をメイン
に諏訪工場270台、タイ工場に40台保有しています。最新の加工設備でワンチャックで、フル形状に仕上げるので、高
精度な幾何公差を満足させ複雑で加工サイクルがかかる部品が弊社一社で対応可能です。自動旋盤機内での内外
径の鏡面加工も対応可能です。

http://www.ceriotec.co.jp/ 長野 長野

88 (株)創風システム 8情報通信業

工業系製造業に特化したシステムを開発・導入を行っております。　
受発注管理をベースにカスタマイズ、オプション追加などを組み合わせて基幹システムを構成いたします。お客様の業
務に合わせてシステムを調整することができ、導入後も継続的に機能拡張することができます。自社独自の見積や原
価計算の追加や、機器からのデータ取得、タッチによる入力支援、外部システムへのデータ連携などの各種オプション
でご対応いたします。

https://www.sofu.co.jp/ 柏崎 新潟

http://www.system-square.co.jp/
http://nishikigoitougyu.com/
http://www.shimakyu.com/
https://www.hanarousoku.jp/category/21/
https://shindo1947.com/
http://www.suzukikenma.com/
http://www.suzutami.com/
https://stax-tqs.co.jp/
https://www.facebook.com/sekitetu
http://www.ceriotec.co.jp/
https://www.sofu.co.jp/


89 (株)第一測範製作所 1-2ものづくり

ねじゲージをはじめとした各種ゲージ類、量産部品の測定に適した空気マイクロメータ・電気マイクロメータなどの測定
機器、機械部品のボールねじといった製品群を製造・販売しております。
測定機器のなかでも、小径内径測定器は世界最高クラスの精度を誇り、日本品質保証機構にも採用されております。
また、自動測定装置の設計・製作にも対応可能ですので、省力化のお役にも立てると考えます。
さらに、スイスのトリモス社の国内総代理店として、横型測長機・ハイトゲージを取り扱っております。

https://www.issoku.jp 小千谷 新潟

90 ダイエープロビス(株) 2建設業

創業50年を迎えようとしています。
これまで培ってきた経験を糧に、大規模開発造成事業、教育・医療施設、社屋・工場、不動産・資産活用、注文住宅・
分譲住宅など様々な事業を通じて総合建設業として地域を支える力になりたいと願っています。

https://www.daiei-probis.com/ 長岡 新潟

91 大平洋特殊鋳造(株) 1-2ものづくり

上越市にある鋳造メーカーです。砂型鋳造、精密鋳造、海外調達にて製造致します。鋼材加工品にも対応致します。
品目はポンプ・圧縮機・送風機、工業炉、産業機械等の各部品等々、重量は数kg～6tまで対応、鋼種はJIS、ASTM、
独自規格含め耐食、耐熱、耐摩耗に幅広く対応可能です。この他、電子ビーム穴開け微細孔フィルタを製造しており、
遠心分離機やガラス短繊維製造、食品関連工場より好評を頂いております。

http://www.psc-cast.com/ 上越 新潟

92 (株)竹田商店 3卸売業

水回りの配管の錆やスケールを除去する装置で「マグネタイザー」を全国の機械工具商・設備工事店様等を通じて大
手工場・ホテル・マンションに卸販売をしています。お使いの工場では酸性の洗浄剤による清掃が無くなり大変喜ばれ
ております。SDGｓにも貢献させて頂いており大手の工場の保全担当者様には欠かせないアイテムになっております。
是非ご商売の一助になればと思います。

https://takeda-mag.com 長岡 新潟

93 (株)太左衛門 3卸売業
建築、土木、等で使用する、金物、電動工具、各種作業工具等を販売しております

柏崎 新潟

94 （同）Tasuke-Tech 4小売業

弊社は主にECサイトにてテレビリモコン、替刃、サスティナブル商材の販売や新潟県内の生産者様の商品を産地直送
として今までECへの販売に手を出せていなかった企業様の支援も行っております。今回の商談会にてEC事業展開、
販路拡大をご検討の企業様との面談が行えたらと思っております。

https://tasuke-tech.com/ 長岡 新潟

95 （株）田中米穀 1-1食品
株式会社田中米穀は、「日本の米文化を守る」という経営理念のもと、全国の生産者の皆様よりお力を頂き、「安全・安
心・おいしい」をご提案して参ります。お客様のご要望に応じたお米をご用意して参ります。 https://www.tanaka-b.co.jp 長岡 新潟

96 中越工業(株) 1-2ものづくり

クレーンメーカとして培った技術で大型構造物の溶接や機械加工に対応できます。溶接品は約20mくらいまで、機械加
工品は五面加工であれば7m×2.5mまで可能です。
一品物の請負加工を得意とし、機械加工は五面加工機（テーブル7000×2500mm）、横中グリフライス盤（テーブル
1400×1600mm）、立旋盤（テーブルφ1250、高さ1650mm）、ショット機、ブローチ盤等を保有しています。

http://www.chuetsu-kogyo.com 柏崎 新潟

97 (株)ティーアイケーアールワイ 1-2ものづくり

＜機械の設計・製作・メンテナンス＞
弊社の強みである「設計→部品調達→組立→配線工事」まで一貫して対応。お客様の想い・要望を具現化します。ま
たお客様の既存装置の改良・改善を行い、付加価値のある装置への変貌のお手伝い、新しい製造プロセス、加工方
法の開発支行をします。
・＜シーケンサーソフト、制御盤の設計、製作、メンテナンス＞
ソフト設計から製作まで一貫して行っております。

http://www.tikry.com 栃尾 新潟

98 テック海発(株) 1-2ものづくり

明治35年に旋盤を導入して創業。
高精度、高品質を要求されるスライドテーブルをはじめ、油圧マニホールド、油圧バルブ類・ドリルチャック部品等、
様々な分野の多様なニーズへの対応に力を入れています。
特に切断から平面研削までを一貫して行うことが出来、フライス加工に自信があります。

小千谷 新潟

99 (株)テック長沢 1-2ものづくり

【量産切削加工】
・鋳造素材・鍛造素材＋量産切削加工ノウハウ
・IATF16949、ISO9001の認証取得で安心の管理体制
・多関節ロボットと工作機械をつなぐエンジニアリング技術
【治具設計製作】
・豊富な治具設計ノウハウ
・単品に特化した部門。汎用機職人による高品質・高精度な少量多品種加工
【組立・大物加工】
・部品調達～メカ組立、配線、調整までの装置一貫対応
・五面加工機、大型MCや、横中ぐり盤など豊富な設備

http://www.tec-naga.com/ 柏崎 新潟

100 テラノ精工(株) 1-2ものづくり

弊社は多種多様な機械装置等の｢設計サポート｣｢切削加工｣｢装置組立｣の３本が柱となり、ものづくりを一貫生産体制
で取り組んでおります。
今までに、膨大な数の図面と向き合い、多くの技術的視点からお客様へ高品質・効率UP・納期短縮などに結びつく改
善提案としてフィードバックさせていただいております。
本年5月　機械加工工場を増築し分散していた機械加工部門を一つに纏め、組立工場スペースも3割強増床し、生産
性UP、効率UPを図ることができました。

http://www.terrano-seiko.co.jp 長岡 新潟

https://www.issoku.jp/
https://www.daiei-probis.com/
http://www.psc-cast.com/
https://takeda-mag.com/
https://tasuke-tech.com/
https://www.tanaka-b.co.jp/
http://www.chuetsu-kogyo.com/
http://www.tikry.com/
http://www.tec-naga.com/
http://www.terrano-seiko.co.jp/


101 東栄化学工業(株) 1-2ものづくり

・100種類以上のゴム材料に関する独自配合を保有
・自社で材料精錬を実施、小ロットの対応可能
・金型設計技術者を有し、複雑な形状にも対応可能
・各種試験設備保有
・フィリピン、中国から顧客のグローバル拠点へ供給可能
・海外生産⇒輸入供給によるコストメリット

http://www.toeikagaku.co.jp/ 伊勢崎 群馬

102 東京レコードマネジメント(株)　新潟支社 9その他（情報管理サービス）

地震、台風などの自然災害に、事故や火災。新型コロナウイルスのような感染症への対応など、有事の際にいかに事
業の復旧・継続を図る「事業継続計画（ＢＣＰ）」の重要性が再認識されています。防災の一環として、ＩＴ導入の第一歩
として、紙文書のデジタル化を考えてみませんか？当社は情報資産管理の専門会社です。私どもの培ってきたノウハ
ウが、御社の目指す働き方改革をはじめとする事業基盤強化の一助となれば幸いです。

https://www.tepco-trm.co.jp/ 柏崎 新潟

103 （株）東陽理化学研究所 1-2ものづくり

弊社は「技術で生きる」をテーマに金型設計、開発からプレス、板金、切削加工、表面処理、組立に至るまでの一貫生
産システムを確立している金属の総合メーカーです。
表面処理では、世界で唯一ステンレス、チタンの「コイル材の発色」が可能、大量生産可能です。豊富な技術知見でお
客様の”欲しい”を実現させます。

http://www.toyorikagaku.com/ 燕 新潟

104 （有）ドリーム岩塚 1-1食品

主に新潟県産・地元の新鮮な野菜や採れたての山菜を使用して漬ける地元こだわりの漬物屋です。地域に昔から食
される漬物を探求し、保存料・着色料未使用にこだわった漬物を作ります。その他にも新潟県産梅を使用した梅エキス
や梅干しが人気です。

http://www.d-iwatuka.co.jp 長岡、越路町 新潟

105 (株)トリュウケンマ 1-2ものづくり

弊社は製品の大小問わず、研磨作業を行っております。また製造委託も請け一貫した営業を行っております。内容とし
ては溶接、バフ研磨、精密洗浄を社内で行っており、必要な場合があれば、機会加工も協力会社に依頼することで、
対応しております。実績としては、食品、化学等のタンク、それに携わる部品など分野にとらわれないバフ研磨を行い
ます。またステンレス以外、ハステロイ等のレアメタルにも対応可能です。

http://www.tpi-nagaoka.jp/ 長岡 新潟

106 (株)長岡徽章 3卸売業

トロフィー、表彰楯、旗、社章バッジなどを取り扱っております。
広告代理店様、印刷業社様、デザイン会社様などからのお問い合せも多く、卸売りも積極的に行っております。引き合
いがある場合には、御見積り、商品サンプルの準備、クライアント様との商談時のアドバイスなど、万全にサポートいた
します。どこに問い合せたらよいかわからない、という場合には、ぜひお声がけ下さい。

https://www.nagaoka-kisho.co.jp
 長岡 新潟

107 (有)ナガオカ工販 3卸売業

当社は創業29年になる機械工具部品の卸小売販売商社です。県内の中越地区を主な商売エリアとしておりますがで
きれば県内全域もしくは隣県及び関東地区迄、商圏エリアとしたい。特に今回、開発されたダイヒロ（メーカー）エネル
ギーエコサブシートが大変に好評の為、拡販を一緒になってやって下さる会社（商社、他）を求めます。特にこの商品を
設置しますと工場内の冷暖房効果が大巾に改善されます。必要な小型サンプル、動画、カタログ等を作り売れる体制
を作りますのでどうぞ一緒に商売を拡大して行きましょう！

長岡 新潟

108 (有)中里スプリング製作所 1-2ものづくり

日本製ばねの製造をしている会社です。
■ナスパックシリーズ12,000種（開発・設計で役立つ、自社の即納規格ばね。）
■ばね鋼房（ワイヤーアートの自社ブランド）
■特注生産品（毛髪より細いものから、親指以上の太さまで）
■試作ばね（最短加工実績25分～。１個から受注可能)
■独自のものづくりや、仕事観などを多くのメディアで取り上げて頂いております。（主なメディアへの出演回数は、テレ
ビ・新聞・ラジオ等合わせて1,658回）

http://www.nasspack.co.jp/ 高崎 群馬

109 (株)永沢工機 1-2ものづくり

最新の設備と匠な技術力を駆使し、様々な業界のレベルに合わせたものづくりの実績があります。
試作から量産まで対応可能。表面処理（外注）まで対応しております。現場経験のある営業担当者がお客様のニーズ
にあわせたご提案をさせて頂きます。

http://www.nux.co.jp 福島 福島

110 （有）中澤鉄工所 1-2ものづくり

弊社では、丸物の切削加工を得意としており、これまで工作機械メーカーへ部品の納入実績を重ねてまいりました。多
品種少量に対応する生産体制を確立し、材料手配から旋削、ガンドリル加工、熱処理、ミル加工、研削加工や表面処
理まで一貫した製品作りを提供いたします。お客様の生産活動に貢献できればと存じます。

https://nakazawa-tekkojo.jp/ 見附 新潟

111 (有)ナジラーテ
1-2ものづくり
8情報通信

１．ＣＥコード化技術（特許申請中）による検査装置
　あらゆるディジタルデータを192バイトのコードに圧縮したのち各種処理（形状比較、傷の有無、計測、員数、色彩、周
波数など）を行い学習も可能。
２．ＣＥコード化技術による顔認証＆体温測定装置
　マスクをした状態で顔認証し、体温測定をする装置の販売
３．ＣＥコード化認証技術＋ブロックチェーンによるＨＡＣＣＰ管理システム
　冷蔵庫保管温度、カメラ外観検査、印字検査結果などのデータをブロックチェーンデータに記載し、ＣＥコードデータ
認証によるトレーサビリティ可能な電子台帳管理システム。　
４．電子商取引ＥＣ事業代理店取次ぎ
　通販、電子チケット、定期購入、決済システムの提供
　ランディングページ、ホームページ制作代行
５．開発委託提携先を開拓したい。
　１から４の業務に関係する開発設計を請け負える事業者を募集してます。

　組み込みソフトウエア開発業務、制御系ソフトウエア設計業務、データーベースソフトウエア開発業務、ＷＥＢ系デザ
イン開発制御機器ハードウエア設計業務

http://misell.jp/ 長岡 新潟

http://www.toeikagaku.co.jp/
https://www.tepco-trm.co.jp/
http://www.d-iwatuka.co.jp/
http://www.tpi-nagaoka.jp/
https://www.nagaoka-kisho.co.jp/
http://www.nasspack.co.jp/
http://www.nux.co.jp/
https://nakazawa-tekkojo.jp/
http://misell.jp/


112 （株）浪花屋 1-1食品

明治時代のころからの逸品です。（元祖　鱈の親子漬け）
助宗鱈を主原料に鱈の子、きくらげ、生姜を加え甘酢でつけた懐かしい味のヘルシーな食品です。すべての工程を人
の手だけで行っており手間を充分にかけて伝統の味を紬いでいます。食卓やお土産として又ギフトなどでもご利用頂
いています。ふるさと納税や新潟県のアンテナショップ（ネスパス）などでもご用意しています。

naniwaya.co.jp 柏崎 新潟

113 (株)新潟三越伊勢丹サテライト　長岡ショップ 4小売業

当店は、新潟三越伊勢丹のサテライト店としてアクロスプラザ七日町で店舗を構えています。日々新潟の本館からの
取り寄せ商品の引き取りや、友の会カードの手続きなどで大勢のお客様が来店されます。店頭では食品・リビングの
ギフトアイテムを中心に、化粧品・シーズン雑貨・靴と幅広く品ぞろえをしています。また「長岡みやげ」コーナーを設
け、地域の商品の紹介も行っています。

長岡 新潟

114 二幸産業（株）新潟支社 6サービス業

弊社はビルやマンション等の設備管理・清掃・警備を行っています。もしも、貴社が保有する不動産において、これらの
業務を個別に委託管理しているようであれば、ぜひ弊社へご相談ください。弊社で建物まるごと、設備から美観に至る
まで維持管理いたします。通常管理業務から修繕工事までワンストップで行う体制を整えているので、建物トータルで
の維持管理コスト削減を可能とします。

https://www.nikoh-sng.co.jp/ 長岡 新潟

115 ニコテクス 1-2ものづくり
工作機械部品、金型部品などの金属加工全般を主事業としています。社内では、研削加工を主に行っています。土、
日、祝も営業していますのでぜひお声がけ下さい。 https://www.nicotecs.jp 長岡 新潟

116 日栄工業(株) 1-2ものづくり
産業用機械の設計から製作まで一貫して生産を行い、納期や価格も協力企業のネットワークをベースにお客様のあら
ゆるニーズにお応えします。 http://www.nichiei-industry.co.jp/ 福島 福島

117 (株)日研シェルモールド 1-2ものづくり

鋳物製品各種及び中子を生産しております。
シェルモールド法による精密鋳造、特に単重1kg未満の量産を得意としております。
対応材質：FCD、FC、BC6
鍛造、板金製品や加工製品などからのコストダウンに鋳物を提案させて頂いております。
単重0.01kg（10g）の製品を数10万個/月を生産した実績があります。

小千谷 新潟

118 日鉄工材(株) 1-2ものづくり

当社はステンレスのコールドフラットバー等の建材製品を日本で初めて製造販売し、電解銅箔生産用のチタン製電着
ドラムを世界で初めて製造販売するなど、操業当初から脈々とパイオニア精神が受け継がれています。他にも圧力容
器、各種電極等の産業機器製品、配管パイプを製造し、設計・加工・検査技術に高い評価を得ています。チタン等の先
端材料の加工・溶接にいち早く取り組み、独自のノウハウと卓越した技術を確立してきました。　

http://www.nsz.co.jp/ 上越 新潟

119 日本刃物(株) 1-2ものづくり

当社は「産業用機械刃物」を市場に提供し、躍進を続ける異色企業です。さらに刃物作りで培ったノウハウで精密部品
加工にも優れた評価を得ています。
常に設備の近代化と新技術の導入に努め、ユニークな生産システムの開発に適進しております。

http://www.n-hamono.jp 米沢 山形

120 (株)ネオス 6サービス業
ロゴ（CI、VI）ブランディングをメインとする、パッケージ、カタログ、動画、Webデザインなど幅広くお手伝いさせて頂いて
おります。最近ではイベント事業やSNSにも力を入れています。 http://www.neos-design.co.jp 長岡 新潟

121 （有）ハート一級建築士事務所 9その他（建築設計監理業）
ＨＡＣＣＰやＦＳＳＣ２２０００の対応工場の設計に、確実な知識と実績のある建築設計事務所です。食品衛生法の改正
に伴い、食品の加工・製造工場の新築、増改築、改修を計画されている会社の、頼りになるパートナーです。 http://www.heart-arc.com 上越 新潟

122 (有)萩野鉄工所 1-2ものづくり

弊社は昭和39年創業の金属製品製造業者で、工作機械を始め、石油関連部品、建設機械部品等、各種産業部品を
手がけており、主に切削加工、旋盤、立、横マシニングセンタによる複合加工を得意としています。また機械加工だけ
でなく、各種研削盤を持っており機械加工から研削加工まで、一貫生産を行える体制が整っているのが弊社の強みで
す。

https://www.hagino-tk.co.jp 長岡 新潟

123 (株)長谷川工機 1-2ものづくり

機械部品を、旋盤加工を軸にトータルでサポートします。主軸・軸受等の小ロット機械加工。両端面加工機による軸形
状の中量産品。ガンドリルマシンによる深穴加工。マシニングセンターでの二次加工。研削盤による精度加工。試作品
の製作から中量生産の加工を得意としています。長岡地域の特徴を活かし、材料から熱処理・表面処理を含めた一貫
したものづくりができることが当社の特徴です。

http://www.hasegawakoki.jp/ 長岡 新潟

124 (株)波多製作所 1-2ものづくり

新潟県長岡市にて金属機械部品の加工業務を行っております。旋盤、マシニング、研削機、ワイヤー放電加工機、ガ
ンドリルマシン、スロッター、三次元測定機などの機械設備を所持しており、一括生産や部品支給による部分加工にも
対応いたしております。受注数量としては、小ロット生産を得意としております。
商談したい内容は金属部品の切削・研削加工を依頼頂ける企業を探しております。

https://hatass.jp 長岡 新潟

125 ＨＡＬ企画 4小売業
子供服、ベビー用品のリサイクルショップ「きっず★えんじぇる長岡店」です。ハンドメイド商品の委託販売など承りま
す。お気軽にお声がけください！ 長岡 新潟

126 （有）ピュアシャイニング 6サービス業

当社は「笑顔のコミュニケーションで幸せを広げよう」を理念に「社員の成長こそ企業の繁栄」と信じ、社員ひとり1人が
潜在能力を発揮でき、成果に繋がっていくプロセスを心理メソッドで分析しサポートいたします。現代の企業様が抱える
悩みにフォーカスしながら、社員育成を行う事によって様々な予防対策のお手伝いをメンタルプログラムとしてカスタマ
イズいたします。単発の依頼から、顧問契約までご予算に合わせてご提案できます。
主なコンテンツ：メンタルヘルス担当者へのケア・育成/対象者様に合わせたセミナー各種
メンタルサポート（個人カウンセリング・グループカウンセリング）

https://en-gage.net/purples_saiyo1/ 三条 新潟

https://www.nikoh-sng.co.jp/
https://www.nicotecs.jp/
http://www.nichiei-industry.co.jp/
http://www.nsz.co.jp/
http://www.n-hamono.jp/
http://www.neos-design.co.jp/
http://www.heart-arc.com/
https://www.hagino-tk.co.jp/
http://www.hasegawakoki.jp/
https://hatass.jp/
https://en-gage.net/purples_saiyo1/


127 （株）広井工機 1-2ものづくり

１９６４年の設立から、ものづくり産業集積地である長岡地域において永年にわたり工作機械や各種専用機及びその
周辺機器の設計、製作などを一貫して手掛け「現場のニーズ第一」をモットーに商品開発を行っています。
現在、ＩＴ、ＡＩ技術を取り入れた「ものづくり」を行っています。
新しいものづくりを行っています。

長岡 新潟

128 （株）廣川製作所 1-2ものづくり

大型製品の産業機械を中心に蓄積された経験と確かな技術で製缶から機械加工まで本社工場で一括完成品として生
産できます。
レーザ切断機６ｋｗ、プレス３５０ｔなど４台、五面加工機１０ｍなど４台、各種溶接機・精度の要望に対応いたします。

長岡 新潟

129 (株)フーゲツ 1-3その他

段ボール製品・プラ段製品・板紙製品・気泡緩衝材の設計及び製造販売を行っています。また、パルプモウルド製品
（緩衝材・花火玉皮等）の販売も行なっています。市場の動向や製品の評価、お客様の要求、法規制などを反映した
製品作りを心がけています。

http://www.fugetsu-co.com 小千谷 新潟

130 For　on　　つなラボ　ファシリテーション推進部 6サービス業

上記実現のための各種プログラム研修を提供
＊コミュニケーション研修　＊チームビルディング研修
＊企画力研修　　　　　　　＊会議力研修
＊貴社向けオリジナル研修　

柏崎 新潟

131 (株)フォラール＆１ 9その他（派遣業）
フォラール＆１の従業員は多くの技術や経験の習得及び各種資格の取得を行い、正社員として雇用して多くの派遣先
で従事させて頂いております。 https://foralland1.com/ 長岡・柏崎 新潟

132 (株)フジ機工 小千谷工場 1-2ものづくり

弊社は、プリント基板製造設備のうちウェットプロセスに特化した装置を製作しております。主要顧客は国内大手メー
カーの外海外（東アジア、東南アジア地域）顧客に販売をしております。
近年、受注量増大につき、新たな仕入先確保、業務委託先の開拓が急務です。

http://fujik.co.jp/ 小千谷 新潟

133 (株)フジ商事 1-2ものづくり

弊社は１９７５年より柏崎の地にて自動車部品用の鋳造金型の製造を主幹事業としております。自動車部品以外にも
ポンプ部品の金型の製造や金属加工を行っております。過去にはキャンプ用品として使用される鋳造品の金型製作に
携わった実績もあります。
多面加工・小ロットの金属部品加工の請負も得意としております。材質はアルミ・ステンレス・砲金・鉄等の実績があり
ますのでご相談ください。ワークの大きさも1000×600×400まで対応可能です。
短納期にも出来る限りお応えします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

加工例
A5052　　　　　　　　　　　　　　　SUS304
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

https://www.fujishoji.info/ 柏崎 新潟

134 富士総業(株) 6サービス業

当社は、すべらん革命の代理店として防滑材（滑り止め材）の施工を行っております。企業様の工場や倉庫、エントラ
ンス等、滑りやすい場所に『床材の風合いを活かしたまま、優れた防滑加工を可能に～クリアグリップ（特許取得）』や
『車両のスリップも防ぐ、強力な滑り止め～カパラグリップ（特許取得）』を施工しております。
労働災害（休業4日以上）の約1/4は転倒が原因であり、企業様にとって転倒対策は必須となっております。また、訴訟
となる事例も増加しており、施設管理者様にも安全対策が求められています。
只今、エイジフレンドリー補助金の対象期間であり、コストを抑えた安全対策、労災対策が可能です。申請のサポート
も致しますので、お気軽にご相談ください。

http://pandakirin5.p-kit.com/page496649.html 新潟 新潟

135 （株）ふふふ 1-1食品

食を通じて、笑顔いっぱい！幸せいっぱい！！になれる製品造り」を会社の大命題としております。おいしい・安心・安
全はもちろんのこと正直でまじめな製品造りをしてまいります。オリジナルプリント（OEM）可能。（業務用可食プリンター
を所有）
・取扱商品：最中味噌汁、最中スープ、ハート形・星形パスタ、抹茶・ほうじ茶の泡たつラテ（最中トッピングタイプ）、マ
ンホールの蓋Latte

http://www.fufufunofu.com 三条 新潟

136 （株）プレテック・エヌ 1-2ものづくり

当社は、新潟県長岡市に大正5年に鉄工所として創業しました。その後100年に渡るものづくりの歴史の中で様々な技
術を培ってまいりました。
各種金属のロール、シャフト、スピンドル等の複合加工案件、1000㎜を超えるMC加工案件、μ台の精度が必要な研磨
案件等ありましたらお気軽にご相談ください。装置やユニット組み立ても部品手配からワンストップで請け負います。

https://www.pretech-n.co.jp/ 長岡 新潟

137 (株)フロンテア 3卸売業

当社はプリント基板の電子部品実装に係る装置からハンダ材料、機器工具の提案販売とアフターサービスを行ってい
る専門商社です。
活動エリアは新潟県内及び隣接県、東北エリア、関東エリアとして新たな情報を提供しつつ営業活動を行っています。
取扱い商品としては、電子部品実装設備、ハンダ付け関連装置、ハンダ材料溶剤、ロボットを用いた自動化装置、工
場内設備全般の販売を得意分野としています。

http://www.frontea.co.jp 長岡 新潟

http://www.fugetsu-co.com/
https://foralland1.com/
http://fujik.co.jp/
https://www.fujishoji.info/
http://pandakirin5.p-kit.com/page496649.html
http://www.fufufunofu.com/
https://www.pretech-n.co.jp/
http://www.frontea.co.jp/


138 (株)BELLSOFT 8情報通信業

創業22年。
システム受託開発、自社パッケージ開発・販売、HP製作・各種デザインを生業としています。
なかでも、自社パッケージ、日報グループウェア「Beworks（ビーワークス）」はクラウドシステムで使いやすさもさること
ながら、スケジュール、ワークフロー、労務費分析と機能が充実しています。全国で50社程の導入実績があります。社
内の情報共有・業務効率化を支援します。
また、店舗のオリジナルアプリを作れる「店舗アプリ」はプッシュ通知、クーポン配信、スタンプ、お知らせetc・・・販促機
能が盛り沢山です。集客・リピート率を各段にアップさせます。
弊社はISO27001認証を取得している為セキュリティ面も安心です。

https://bellsoft.jp 長岡 新潟

139 北越印刷(株) 8情報通信業

明治９年の創業以来、時代の変化に対応し業態変革を続けてまいりました。
印刷業・広告代理業・発送代行業の３つの事業を柱に「ワンストップサービス」を実現しています。
特にダイレクトマーケティングで新規顧客の獲得、のり止めＤＭやバリアブルＤＭで既存客の囲い込みを得意としてい
ます。

www.hokuin.co.jp 長岡 新潟

140 北越開発(有)　魚沼食品 1-1食品

資本金300万設立1968年
昆布巻の半製品を作ってきましたが、この度新製品として完成品を企画しました。
＜新製品昆布巻の特徴＞
女性にうれしい、キレイに嬉しい成分を豊富に含んだ昆布巻を、コラーゲンたっぷりのゼリー出汁（スープジュレ）で食
べる、アンティパストの様な洋風昆布巻です。
スパイスやオレンジ・レモンの風味が効き、旨味のトライアングルを用い美味しさが膨らんでいます。半製品の昆布巻
も承ります。

http://uonumaya.com 川口町 新潟

141 (株)ホクショク 1-1食品

私達は昭和47年創業の新潟県の醤油メーカーです。
飛魚やのどぐろ、鰹といった魚出汁を利用した商品作りが得意です。
県内外の飲食店様との直接のお取引により卸部門を構え、ユーザーニーズを直に商品開発にフィードパック出来る強
みを持ち合わせ可龍な限り小ロットでのPB・OEM商品開発にも注力しております。
近年ではオリジナルのラーメンスープやドレッシング・たれ・つゆ・かえし等の開発依頼をいただいております。

https://echigo-ryokan.jp/ 長岡 新潟

142 星野商事(株) 4小売業

星野商事では“お客様の「欲しい」に応える”をコンセプトに、生活用品、圏芸洋品、ポータブル電源、モバイルバッテ
リーなど、幅広いカテゴリーの商品を取り扱いしております。
自社ダイレクトショップ[Star Fields]をはじめ、各種オンラインストアの運営・管理、オリジナルジュエリーブランド[TEWEL 
STAR]の企画運営管理、また自治体・法人向け販売事業と多岐にわたり展開をしています。

http://hoshinocorp.com 柏崎 新潟

143 （株）星元 3卸売業

設立年月日：２０１２年１１月１日
業務内容：「健康は食事から」をコンセプトにオーガニック農産物（フィリピン産モリンガ、ココナッツオイル、ココナッツ
シュガー、その他ココナッツ製品、カナダ産麻の実、オーツ麦）を輸入し原料販売、小分加工、製品開発、製品販売。

https://www.starsuperfoods-jp.com/ 小出 新潟

144 (株)マキナエンジニアリング 1-2ものづくり

当社はメカトロニクス開発・設計及び装置の製造を行っております。金融端末装置を中心に、医療機器や自動処理機
等の様々な装置の開発・製造を行っております。そのノウハウ・経験を活かし、お客様個々のニーズ（製造品質・コス
ト・納期）に対応します。試作単品からスポット受託製造、量産、評価まで部材調達含め自社で対応可能です。本社は
川崎ですが、事業所が新潟市と熊谷市にあり、ロケーション対応も充実しております。

http://www.maquina-eng.info/ 川崎 神奈川

145 (株)松橋屋 1-1食品

弊社は業務用冷凍食品の製造、企画、販売、輸入（アワビ、ウニ他多数）をしております。製造メーカーの松橋屋です。
最大のストロングポイントはOEMです。他社工場に依頼してもロットが大きい、いいアイデアがあるけど具現化できない
などご対応できます！！ぜひよろしくお願いいたします。

https://matsuhashiya.com/ 吉田 新潟

146 (有)豆撰 1-1食品

豆撰の栃尾の油揚げはここが違います
①新潟県産大豆100％使用②昔ながらの生搾り造り③一枚一枚、丁寧に手揚げ
新潟県産大豆100％使用しており、健康・安全・安心志向の高まりの中、消費者に支持される強みとなっている。栃尾
地域の他の油揚げ製造業者は水につけた大豆を煮てから豆乳を搾る煮搾り製法を使っており、水につけた大豆をそ
のまま搾る生搾り製法をしているのは当社のみ。生搾り製法は大豆の雑味がなく、本来の旨みが活き、ロどけがなめ
らかである。昔ながらの手揚げにこだわり、手間をかけ丁寧に揚げている。

https://mamesen.jp/ 長岡 新潟

147 マリープラチーヌ（株） 3卸売業

弊社は炭酸ジェルパックを主力商品とし、オリジナル化粧品を販売する新潟発信の化粧品メーカーです。全国のエス
テサロンや美容室、最近では接骨院や鍼灸院にも卸販売をしております。またエステスクール事業として、筋膜リリー
スと炭酸パックを掛け合わせた「炭酸筋膜エステ🄬」の技術提供も行っております。今年度は新事業として健康ヘルス
ケア事業をスタートさせ、新商品「炭酸ケアクリーム　ディレモーション」を発売しました。

https://www.mary-pla.jp/ 新発田 新潟

148 （株）丸栄機械製作所 1-2ものづくり

円筒研削盤、内面研削盤を中心とした工作機械を製造販売しております。また砥石を用いて加工する専用機の対応も
しております。小物部品をターゲットとした小型の機械を得意としております。“貴社だけの1台を提供します”をモットー
にユーザー固有のニーズに対応した製品を製作しておりますので、既存の生産設備では対応できないテーマをお持ち
のお客様は是非とも話を聞かせていただきたいと思います。また、専用仕様のオーダーにタイムリーに対応していける
よう、部品の仕入先も広く募集しております。

http://www.maruei-kikai.co.jp/ 長岡 新潟

https://bellsoft.jp/
http://www.hokuin.co.jp/
http://uonumaya.com/
https://echigo-ryokan.jp/
http://hoshinocorp.com/
https://www.starsuperfoods-jp.com/
http://www.maquina-eng.info/
https://matsuhashiya.com/
https://mamesen.jp/
https://www.mary-pla.jp/
http://www.maruei-kikai.co.jp/


149 (株)丸互 1-2ものづくり

丸互は上越市でソフトウェア開発、プラスチック金型/成形/組立、製缶関連加工、非鉄金属加工などを中心としたモノ
づくり複合企業です。（創業68年目）
お陰様で殆んどが多くの大手企業様との直接取引をさせて頂いておりますが、上記事業分野での販路拡大・仕入先
様/協力企業様の開拓、製造/施工の請負、技術開発などを希望しております。また今年10月に上越妙高駅前で、国
内でも希少な屋内外型ローカル5Gラボも開設しますので、合わせてローカル5G分野での技術開発やサテライトオフィ
ス等のご利用などでも、ご興味があればマッチングさせて頂きたいと思います。
弊社HPをご覧頂き、是非ともお声がけをお待ちいたしております。

https://www.marugo.com/ 上越 新潟

150 (株)マルシャン 1-1食品

創業43年のパン製造・販売・卸を生業としております。
現在は種にパンの卸をメイン事業としており、県内は生協共同購入、スーパー数社へ納品しております。また、県外出
荷は85％となっており、パンメーカー大手が受けられない中小規模のOEMの製造を行っております。
今年は製造機器の設備投資も行い、また、出荷用チルド・常温倉庫の増築も実施し、製造キャパアップ、生産効率アッ
プを実現しております。

http://www.marcian.co.jp 長岡 新潟

151 (株)MINAMI 8情報通信業

弊社は、富山県内のお客様をメインターゲットとしたソフトウェア開発をさせていただいております。
直近の開発事例としては、AWSを利用した販売管理サービス(WEB)やICタグを利用した倉庫内検品アプリ(iOS)などを
開発させていただきました。弊社の得意な技術としては、上記で挙げたようなWEB開発やiOSアプリ作成等となります
が、その他バッチシステムや組み込み系システムなどの開発も可能です。
また、最新技術を用いた研究開発も取り組んでおります。

http://southern-web.com/ 富山 富山

152 (株)宮島化学工業 1-2ものづくり

当社は、荷造り、農業関係、工業関係の各種作業に欠かせないPP・PEのひもやロープを製造・販売するメーカーで
す。
お客様のニーズに応じて、長さや厚みを変え、オリジナル製品を多数製造しています。
強度や軽さなどの品質はもちろんのこと、海外製品には真似のできないきめ細かな対応力にも自信があります。

https://www.miyajimakagaku.com/ 岩室 新潟

153 ミリオンパック（有） 3卸売業

弊社は各種袋の企画製造販売をしております。　紙、ポリ、不織布、ポリエステルなど様々な材質の袋が制作できま
す。ショップバッグ、キャンパスバッグ、展示会用の袋など様々な場面で活躍する袋は歩く広告塔になりますので、お客
様の企業ＰＲのお手伝いをさせていただきます。
その他、各種資材の卸、小売り販売もしており、資材の小ロット対応も可能です。

長岡 新潟

154 (株)メティエ 1-2ものづくり

FPGAと基板設計の専門メーカー。
・FPGAによる機械学習、画像認識
・Yolo, OpenPoseによる物体、人体の認識
・小型Linux基板を使用したIoT機器
・高速シリアル通信によるアナログ計測装置
・各種マイコン基板組み込みプログラム
など、企画からソフト、基板製造まで一貫したシステム構築を行います。　

http://www.metier-dc.co.jp 長岡 新潟

155 (株)メビウス 8情報通信業

当社は、企業のシステム構築・運営をトータルでサポートするIT企業です。お客様の抱える課題の解決や業務改善に
対し、お客様と二人三脚でシステムの提案から実装までご支援いたします。AIやデータ分析などの先端技術はもちろ
んのこと、昨年からデジタルトランスフォーメーション本部を新設し、ITコンサルティングにも力を入れております。ご相
談は無料で承っておりますので、お気軽にお声がけください。

https://www.mob.co.jp/ 長岡 新潟

156 （有）毛利製作所 1-2ものづくり

工作機械の部品加工をメインの事業とし、旋盤、マシニング、五軸、内外研削、ネジ研削、ワイヤー加工などを行い製
品の一貫生産を行っています。数量は10～300個程度でサイズは丸ものではφ300、角ものでは1000×600まで可能で
す。主に製作させて頂いている業界としては工作機械・産業機械・医療関係・JISQ9100を取得して航空機関係も行って
おります。近年は、写真からレリーフデータを作製して加工しております。

http://www.mohri-mhr.com 長岡 新潟

157 (株)矢代工業所 1-2ものづくり

　弊社は、鉄やステンレスの板金・溶接加工を行っております。経営理念は「提案型ものづくり」であり、取引先の要望
や課題を取り込み、3次元図面を作成し、試作開発から製品化まで一社完結しますので、短納期、コストダウン、単品
受注が可能です。
　また、20m程の一枚定盤を備えており、長尺物・大型製缶品にも対応します。近年、ベンダーも新型機を導入し、精密
曲げや深曲げ、R曲げ、6.0t-2,400Lまで対応可能です。

https://www.yashiro-k.com/ 柏崎 新潟

158 (株)柳製作所 1-2ものづくり

弊社では主に部品製作・機械装置組立を行っております。
・部品製作では材質問わず、一点から対応しております。　
材料取りから後処理まで完成品にて納品致します。
・装置組立では部品製作含め、一貫して対応が可能です。　
産業機械、工作機械、建築機械など幅広く実績が御座います。
詳細は現地またはwebにてお打合せいただけたらと思います。

http://yanagi-ss.jp/ 長岡 新潟

159 （株）山市 3卸売業

住宅・建築資材、機材　家電製品・店舗内装資材、サイン資材等全般の取り扱いをしております。
より快適で暮らしやすい環境作りをテーマに住まいづくりのコーディネートを提案する建材部、効果的なサイン、店舗装
飾を提案する化成品部、各部門、各営業所と連携をとり県内ネットワークに生かしております。

https://www.kk-yamaichi.com 長岡 新潟

160 (有)山岸モータース　小国町特産品 1-1食品
長岡市小国地域の特産品である「ぎんなん」の加工品をイロイロ取りそろえて加工販売を致しております。

http://www.ginnan-ice.jp/index.html 長岡 新潟

161 山崎醸造(株) 1-1食品
昭和１５年創業のみそ、醤油の製造販売メーカーです。新潟県内ではトップシェアですが県外への発信力が乏しく、販
路が伸びません。一緒に商品開発、サービス開発を行い県外へ伸ばしたいと考えています。 http://www.echigojishi.co.jp 小千谷 新潟

https://www.marugo.com/
http://www.marcian.co.jp/
http://southern-web.com/
https://www.miyajimakagaku.com/
http://www.metier-dc.co.jp/
https://www.mob.co.jp/
http://www.mohri-mhr.com/
https://www.yashiro-k.com/
http://yanagi-ss.jp/
https://www.kk-yamaichi.com/
http://www.ginnan-ice.jp/index.html
http://www.echigojishi.co.jp/


162 大和飲料（株）内職事業部 9その他（内職請負業）

請負業務は封入・箱作成・検品・シール貼り・各種アッセンブリ・バリ取り・電子部品作成と多岐に渡ります。内職登録
が130名以上で、短納期、大ロットにも対応します。また、大まかな作業内容のご提示で、すぐさま時間チャージを提示
致します。一度依頼をすると、作業管理が不要になります。受注後は責任を持って完成品をお届けします。事業所は
上越ですが、130㎞ 程度であれば運送便にて対応可能です。是非一度お問合せを！

上越 新潟

163 ヤマト運輸(株)　長岡主管支店 7運輸業

弊社は、昨今の社会情勢を踏まえた輸配送業務の増大化や通販事業の展開に最適なサポートをさせていただきま
す。輸配送はもちろん、それに付随するシステムや決済サービス、梱包資材など幅広く支援することが可能です。ま
た、ｔｏＢ向け輸送の低価格商品のご紹介や、通販事業では配送という観点も含め、調達やロジスティク業務等の付帯
業務を承ります。

https://www.kuronekoyamato.co.jp/ 長岡 新潟

164 (株)ユーワ 1-2ものづくり

非鉄金属の精密部品切削加工を得意しています。
検査体制の拡充を常に心がけ、培ってきたノウハウで満足いただける製品を迅速に、ご納得いただける価格で提供い
たします。
大手光学機器メーカー様や工作機械メーカー様など、世界中のあらゆる業界に向けてアイディアのご提案と製品のご
提供を、新潟は小千谷の地より行っていきます。

http://yuuwa.sakura.ne.jp 小千谷 新潟

165 (株)ユニゾーン 1-2ものづくり

㈱ユニゾーンでは、多種多様な表面処理を行っており、自動車関連部品、産業機械部品等幅広い工業製品を手掛け
ております。特に無電解Ｎｉめっきは、複雑な形状にも均一にめっきが施される利点を生かし、寸法精度が重要な部
品、大型製品に使用され、国内最大級のめっきライン（3.8×2.3×2.8ｍ）を完備しております。また、バーチカル式鏡面
研磨機を保有、ロッド、ローラー等に要求される鏡面研磨仕上のご要望にも対応致します。

http://www.unizone.co.jp 富山 富山

166 （株）ユメック 6サービス業

ＳＤＧｓ持続可能社会に貢献したい企業様
電気料金を削減したい企業様
新規事業をお考えの企業様

https://yumec.jp/ 富山 富山

167 (有)吉田屋 1-1食品

この度は高級なお稲荷さん用味付け油揚げの紹介となります。
明治より続いた製法をそのまま受け継ぎ、弊社で素材をアップデート。
新潟県産大豆と菜種油で造る厚めの油揚げを4度の油抜き、もみ洗いを繰り返し返しベースの味で煮詰めた後に継ぎ
足しのタレで一晩熟成させ、翌日煮詰めてようやく完成します。
2日掛けて製造
奥深い風味と味をお楽しみください。
スーパー、直売所、ホテル、レストランなど、新潟県内外で26店舗での取り扱いいただいております。

https://nagaoka-kuroinari.storeinfo.jp/ 長岡 新潟

168 米沢ものづくり振興協議会 1-2ものづくり

米沢市には、機械加工、電子機器部品、金属加工、樹脂加工、プラスチック製造、切削加工等多くのものづくり企業が
集積し様々な事業を展開しています。
米沢ものづくり振興協議会は、地域のものづくり企業を支援する目的で、市、商工会議所、県、産業団体等で構成され
た任意団体です。
現在、地域をあげて、ものづくり分野における新規販路開拓、人材育成の強化に取り組んでいます。

http://www.yonemono.jp/ 米沢 山形

169 （株）47CLUB 6サービス業
全国の地方新聞社と電通グループが連携し、インターネット通販、百貨店催事、カタログ、卸などの様々な販路で事業
者の販路拡大支援および、そこで蓄積されたノウハウをもとにコンサルティングや商品開発を行っております。

https://www.47club.co.jp/company-profile.html 東京 東京

170 (株)理工電気 1-2ものづくり

弊社は①精密切削加工➁電子部品電子機器受託生産③各種ケーブルハーネス加工④全自動機設計製作⑤制御盤
設計製作⑥ロボット制御開発⑦ロボットハンド設計製作⑧MIL規格コネクタ生産販売⑨治工具設計製作
部品作りから自動機、ロボットまで製作対応致します。設備は納入後は弊社のメンテナンス事業部がご対応致します。

https://rikohdenki.jp/ 東京・大船渡 東京

171 ユニー（株）リバーサイド千秋アピタ・モール 4小売業

大手ディスカウントストアのドン・キホーテを中核とするパンパシフィックインターナショナルホールディングス（PPIH)の
完全子会社。食料品を中心に衣料品・暮らしの品の取扱う総合小売業。リバーサイド千秋は、長岡市の千秋地区に出
店し、アピタを中心に１３０の専門店が入居しております。週末は広域からのお客様のご来店があり、中越地区では最
大の商業施設としてお客様にご愛顧頂いております。

https://www.uny.co.jp/shop/218/index.html 長岡 新潟

172 （株）隆華トレーディング 3卸売業

中国語を話せる日本人ではなく、日本語・日本マーケット・商習慣を理解した中国人だからこそ出来るキメ細かなフォ
ローを致します。コンセプトは「より良いものをより安くご提供する」です。商社を通さず、現地工場から直接仕入、お客
様の多様なニーズ、ご要望に応じてタイムリーな商品開発を行っております。

http://www.ryuka-t.com 黒崎 新潟

173 （株）ルクス・エナジー 1-2ものづくり

新潟でLED照明を開発販売しているLED照明メーカーです。現場の声に基づき開発したユニークな製品を取り扱ってお
ります。
①全天球カメラ用LEDライト
②タブレット用LEDライト
③充電式ポータブルLED投光器
④小型多機能マグネットLEDライト
弊社製品を取り扱っていただける代理店様を募集しております。

http://www.lux-energy.jp/ 新潟 新潟

174 （株）ワークプラン 6サービス業

コロナウイルスの影響により、最も注目を集めてい事業モデルのひとつが、ネット通販に代表される「ＥＣ（電子商取
引）」です。今後この流れは、通販に限らずあらゆる業種において、「現行事業のＥＣ化」が避けては通れない経営課題
となります。弊社は、迫り来るＥＣ時代に向けて、御社の事業にマッチングするＥＣ化をご支援し、地域経済・産業の活
性化を目指しております。様々な業種・業態に対応可能ですので是非この機会にご検討ください。

https://tsuku2.jp/teeup-06 上越 新潟

175 ワイエイシイ新潟精機（株） 1-2ものづくり

当社は、主にクリーニング工場向け及び縫製工場向けに、各種機械の開発・設計から製造・検査まで一貫して手掛け
ている会社です。それ以外にも、OEM・ODMをはじめ、さまざまなニーズに対応した特注機の開発・製造も行っていま
す。今回の商談会をきっかけとして、お互いに力を合わせて成長できる会社を探しています。

https://www.yac.co.jp/ 新井 新潟

https://www.kuronekoyamato.co.jp/
http://yuuwa.sakura.ne.jp/
http://www.unizone.co.jp/
https://yumec.jp/
https://nagaoka-kuroinari.storeinfo.jp/
http://www.yonemono.jp/
https://www.47club.co.jp/company-profile.html
https://rikohdenki.jp/
https://www.uny.co.jp/shop/218/index.html
http://www.ryuka-t.com/
http://www.lux-energy.jp/
https://tsuku2.jp/teeup-06
https://www.yac.co.jp/


176 (株)わたや 5飲食業

当社は小千谷にございますへぎそばの飲食店です。今年で創業100年を迎えます。へぎそばは、そばのつなぎに海藻
のふのりを使用し、とてものど越し良くしなやかでコシのあるそばです。取扱商品としまして、のど越しの良い「へぎそば
乾麺」、上位品の「へぎそば乾麺純国産」、かぐら南蛮を原料とした「みどりのラー油」がごさいます。みどりのラー油は
昨年の調味料選手権で辛味部門最優秀賞を受賞し、人気の商品となっております。

www.watayasoba.co.jp 小千谷 新潟

177 日本メッキ工業(株) 1-2ものづくり

1、3交代24時間操業体制にて納期の短縮及び特急対応が可能。
2、極小品から大型品・単品から量産品とあらゆる製品に対応可能。
3、硬質クロムは、長尺槽（1.5m×6m×1.5m）大型槽（2m×2m×1.2m）を保有。
4、無電解ニッケルは、大型槽（0.4m×2.2m×2.1m）を保有。
5、他アルミ材専用ライン、厚付け（40～50μm）専用槽を保有し、素材・大きさ・厚みで対応可能。

http://www.nihon-mekki.co.jp/ 柏崎 新潟

178 日本メディカルマーケティング(株) 9その他（コンサルタント業）

医療健康福祉関連施設の開業支援
セミナー(アンガーマネジメント・ゲートキーパー・看取り・漢方薬およびサプリメント・セカンドキャリア他)企画および実
施
広告宣伝業務
M＆A業務

https://www.clinic-kaigyousien.com 長岡 新潟

179 （株）共和精工 1-2ものづくり
プラスチック金型製造を主とした、総合金属加工メーカーです。設計から試作までのトータルサポート（または、設計の
み・加工のみの部分サポート）でお客様のご要望にお応えいたします。既存金型のメンテナンスや、金属部分のみの
加工も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

http://www.kyowask.com 安田 新潟

http://www.watayasoba.co.jp/
http://www.nihon-mekki.co.jp/
https://www.clinic-kaigyousien.com/
http://www.kyowask.com/

